いわきデジタルミュージアム構築業務委託に対する質問への回答一覧
№
１

質

問

内

容

答

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑷】

仕様書６⑷において対象とする文化資源は「50 点程度」になります。

撮影の点数、撮影対象物のサイズ、撮影場所毎の点数、動画撮影の有無

これらの撮影枚数やサイズ等につきましては、契約締結後に対象物件を

についてご教授下さい。
２

回

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑷】
撮影する画像の必要最低限の画素数や解像度についてご教授下さい。

決定した上で、協議して決定していくこととします。
画像の画素数や解像度について規定しておりません。ただし、利用者か
らの不満がないレベルは確保する必要があります。
そのため、見せ方の一つとして提案していただきたいと思います。

３

【仕様書「５業務概要」⑶】
「操作・運用マニュアルの作成・操作研修の実施」とありますが、データ

基本的には誰でもできることを前提としていることから、ワード、エク
セルの入力など基本操作ができるレベルを想定しています。

ベースへのデータ入力経験のある者を対象とした準備で認識に相違はあり
ませんでしょうか。
４

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑷】
「構築に必要となるサーバー等のハードウェア、ソフトウェア、ドメイ
ンについては、最適な内容で受託者が準備及び負担すること」とあります

受託期間終了後の運用費用については、今回の提案を踏まえ、システム
を構築した後に積算されるものとなります。なお、運用費用についてのガ
イドラインはありません。

が、受託期間終了後の運用費用についてのガイドラインはありますでしょ
うか。
５

【基本構想「１ウェブサイトのコンセプト」⑵②】
デジタルミュージアムとしての「デジタルならでは」の見せ方、魅力度
の創出について、
「掲載するデータは最終的にいわき市が選定」と記載あり
ますが、選定時期はいつになりますでしょうか。また、選定された 50 点の
みを今回はアーカイブ化する認識でよろしかったでしょうか。

いわきデジタルミュージアムでは、
「アーカイブ」と「アイキャッチ」の
二つが備わるものとなり、
「デジタルならでは」は「アイキャッチ」の部類
となります。
「デジタルならでは」で用いる文化資源の選定時期につきましては、納
品時期等を鑑みて、事業者側で必要となる期限を、提案されるスケジュー
ルでお示しください。
また、
「デジタルならでは」で用いる文化資源の選定件数は、令和４年度
は「50 点程度」になり、次年度以降も適宜追加していく考えです。

№
６

質

問

内

容

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑷】
撮影にあたって、文化財等の撮影場所の利用可能時間および、撮影機材を

回

答

契約締結後に選定された文化資源の撮影につきましては、可能な限り効
率的に作業ができるよう、協議しながら進めていくこととします。

日をまたがって設置したままとすることは可能でしょうか。
７

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑷】
撮影した画像、動画データを納品する際、データ形式についてご指定あ
ればご教授下さい。

データ形式等につきましては、特殊なアプリケーションやソフトウェ
アを利用せず、標準的なパソコンやスマートフォンなどの環境でも閲覧
できるようにする必要があります。
なお、具体的なファイル形式等につきましては、市との協議を通して
決定していくこととします。

８

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑷】
撮影台などに移動が必要な文化財については、いわき市または文化施設

契約締結後に選定された文化資源の撮影につきましては、可能な限り
効率的に作業ができるよう、協議しながら進めていくこととします。

の職員等で文化財の移動をご対応頂ける認識でよろしかったでしょうか。
また、移動可能な文化財については、撮影位置の確保にご協力頂ける認識
でよろしかったでしょうか。
９

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴⑦】

動的ページについてもできる限り対応できるようにしてください。

自動翻訳機能について、検索結果一覧などの動的ページも対象になりま

各ブラウザに標準搭載されている翻訳機能に依存する方式でも構いま

すでしょうか。
また、各ブラウザに標準搭載されている翻訳機能に依存する方式は許容

せんが、翻訳機能については、Web ページに埋め込むものとし、自治体に
おいて既に導入されているサービスを用いてください。

されますでしょうか。
10

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴⑧】
委託者によるコンテンツ追加、変更、削除について、その対象として地
図コンテンツなど（作り込みが必要な複雑なコンテンツ、ページ）も含み
ますでしょうか。

対象となる文化資源の追加があった場合、委託者がその所在地を地図
に追加できることを想定してください。

№
11

質

問

内

容

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴⑬】

回

答

御質問のとおりになります。

SNS との連携機能について、今回構築するサイトのトップページ（等）
に市立美術館等の公式 Facebook、Twitter、Instagram の投稿タイムランを
埋め込むことを想定すればよろしいでしょうか。
12

【実施要領「２提案（見積）金額の上限額」】

令和４年度内分に係る費用は含みます。

稼働後のランニングコストは含みますでしょうか。
13

【仕様書「５業務概要」⑶⑧】
「掲載にあたっての著作権・所有権の確認と必要な対応」とあります
が、
（搭載予定の）全ての資料に関し著作権者に当たり、デジタル化および
公開の可否を確認する必要がありますでしょうか。

著作権が発生するものは、著作権者に対し公開の可否の確認が必要とな
ります。また、費用が生じる場合もありますので、それらの点も鑑みなが
ら、文化資源の選定を行うこととします。
なお、仕様書の「参考資料５

文化資源の事例」に載せてあるもの

は、著作権は発生しませんので御参考ください。
14

【実施要領全般】

共同企業体での参加は認めていません。

共同企業体での参加は可能でしょうか。また共同企業体での参加が可能
な場合、企画提案時に協定書等の準備は必要でしょうか。その際、協定書
の印に指定はありますでしょうか。
15

【実施要領「７参加申込方法等」⑵③】

共同企業体での参加は認めていません。

共同企業体で企画提案する場合、類似業務実績は代表企業の実績のみが
対象でしょうか。代表企業以外の実績も類似業務実績に含めてよろしいで
しょうか。
16

【仕様書全般】
本件のランニングコストについて、想定されている上限金額をお示しく

デジタルミュージアムシステム構築に伴い、ランニングコストの見込
みも提案の一つと考えていますので、上限金額は想定していません。

ださい。
17

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴⑩】
Internet Explorer は、2022 年６月にサポートが終了するため、対象か
ら外してもよろしいでしょうか。

御質問のとおりになります。

№
18

質

問

内

容

答

【仕様書「11 その他事項」⑴】

御質問のとおりになります。

本業務実施以前から保有している著作権・所有権等の権利については、

なお、そのような権利につきましては、明示していただきたいと考え

対象外という認識でよろしいでしょうか。

19

回

【仕様書「11 その他事項」⑴】

ています。
御質問のとおりになります。

「本業務の履行過程で生じた成果品の著作権は、本市に帰属するものと
する。」とありますが、本事業で受託者が制作したデジタルコンテンツの著
作権もいわき市様に帰属し、納入後にいわき市様が対価を払うことなく使
用できるものという理解でよいでしょうか。
20

【仕様書「５業務概要」⑴】
アーカイブシステムの将来的な総点数などをご教示願えないでしょう

将来的には約 14 万点を考えていますが、件数につきましては変動する
ことがあります。

か。クラウドのシステムの設計や、データベースの構築に必用な内容にな
ります。
21

【仕様書「５業務概要」⑵】

文化財及び文化施設の点在する状況になります。

②デジタルミュージアムとしての「デジタルならでは」の見せ方、魅力
度の創出に記載のある、
「資源が点在する場所の広さ（場所のスケール）」
の表現とは、屋外の文化財の点在する状況を指しているのでしょうか。そ
れとも、施設の点在する事を指しているのでしょうか。
22

【仕様書「５業務概要」⑵】
②デジタルミュージアムとしての「デジタルならでは」の見せ方、魅力
度の創出において「資源が点在する場所の広さ（場所のスケール）」とあり
ますが、屋外の文化財の位置情報はリストなどに緯度経度の位置情報が含
まれるもので提供いただけますでしょうか。

文化財の緯度経度の位置情報はありませんが、所在地の情報提供はで
きます。

№
23

質

問

内

容

【仕様書「６構築要件・機能要件⑴】

回

答

提案者から御提案いただくことになります。

「②主要テーマを設定すること。
」とありますが、テーマ設定は提案者か
らの提案事項という認識で宜しいでしょうか。想定されているイメージが
ございましたらお教えください。
24

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴】

「説明文」は文化資源の説明になります。

「④説明文で「問い」を立てること。
」とありますが、ここでの説明文と

「問い」は、閲覧者に対して、
「〇〇〇は何故〇〇したのか考えてみま

はここの文化資源の説明文という認識で宜しいでしょうか。また「問い」

しょう」
、「あなたはどのように見えますか」といったものになります。

に対して具体的な例をお教えいただけますでしょうか。
25

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴】
翻訳について各文化財などの資料の解説文などはいわき市からご提供を

解説文に必要となる資料を提供します。それを基に解説文及び翻訳文
を作成していただくことになります。

頂けるという理解でよろしいでしょうか。
26

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴】
ASP サービスなどにより外国語（少なくとも英語）に自動翻訳される仕
組みを導入とありますが、文化資源の翻訳の場合、自動翻訳をすると的確

自動翻訳による誤訳は許容しますが、自治体において既に導入されてい
るサービスを用いてください。
また、ランニングコストが高くならないようにも留意してください。

に意図が伝わらない場合がございますが宜しいでしょうか。
27

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴】

御質問のとおりになります。

「⑨公開するコンテンツについては、Web アクセシビリティの規格であ
る「JIS X8341-3:2016」の適合レベル AA に準拠すること。」とあります
が、Web アクセシビリティ AA 準拠することは「見せ方や魅力度の創出」よ
りも優先される事項ととらえて宜しいでしょうか。
28

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴⑩】
Internet Explorer 11 は廃止され、2022 年 6 月 15 日にサポートが終
了しますが、対応範囲外でもよろしいでしょうか。

御質問のとおりになります。

№
29

質

問

内

容

回

答

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑴】

「SNS との連携を可能とすること。」とは、施設の FaceBook や Twitter の

「⑬SNS との連携を可能とすること。
」の記述について、これは、資料な

投稿タイムラインの埋め込みを想定しています。

どの SNS へのシェア機能を指しているのでしょうか。それとも、アカウン
トを作成するということでしょうか。
また SNS について具体的な指定はございますでしょうか。
30

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑵】
施設毎の収蔵品リストはご提供いただけますでしょうか。

現時点では、収蔵品リストの提供はできません。なお、市指定文化財
はいわき市ホームページにおいて、写真と解説が掲載されていますので
御参照ください。

31

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑷】
施設毎の撮影対象資料点数や内容が分かる内訳のリストなどは頂けます
でしょうか。撮影の設計に必用な内容になります。

「デジタルならではの見せ方で掲載する文化資源」につきましては、事
業者側からの提案を受けて、落札後、市と協議した上で「50 点程度」を選
定することになるため、内訳リストを示すことはできません。
なお、仕様書の「参考資料５

文化資源の事例」に、設計に当たり参考

となる文化資源を載せてあります。
32

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑷】
屋外の文化財については、写真などはご提供頂けますでしょうか。季節
が限定されるものもあると思うのですが、撮影が必用でしょうか。

「デジタルならではの見せ方で掲載する文化資源」につきましては、事
業者側からの提案を受けて、落札後、市と協議した上で「50 点程度」を選
定することになります。
そのため、現時点では提供いたしませんが、具体的に取り組むに当たり、
必要なものが市で保有していれば御提供することはできます。

33

【仕様書「６構築要件・機能要件」⑶】
著作権・所有権の確認とありますが、アーカイブ化する資料の中に個人
所有のものも想定されておりますでしょうか。

想定しています。

№
34

質

問

内

容

【実施要領「８企画提案書等の作成及び提出方法等】
企画提案書の規格についてＡ４判のご指定はいただいておりますが、ペ
ージ数や折り込みＡ３判の挿入、縦横等の指定はございますでしょうか。

35

【実施要領「８企画提案書等の作成及び提出方法等】

回

企画提案書のサイズはＡ４判とし、折り込みＡ３判の挿入は行わない
でください。
なお、ページ数の制限、縦横の制限はありません。
御質問のとおりになります。

提案者の名称が特定できるような表現は使用しないこととありますが、
正・副とも同様の作りで宜しいでしょうか。
36

【実施要領「８企画提案書等の作成及び提出方法等】
提出時において宅急便の使用は認められますでしょうか。

答

問題ありません。

